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区域別樹種リスト	

①	北海道	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カツラ Cercidiphyllu

m japonicum ナナカマド Sorbus 
commixta 

アカエゾマツ Picea glehnii カラマツ Larix 
kaempferi ニガキ Picrasma 

quassioides 
アサダ Ostrya japonica 

Sarg.  キタコブシ Magnolia 
praecocissima 

ハウチワカ
エデ Acer japonicum 

アズキナシ Aria alnifolia キタゴヨウ Pinus 
parviflora  

ハクウンボ
ク Styrax obassia 

イタヤカエデ Acer pictum キハダ Phellodendron 
amurense ハシドイ Syringa 

reticulata 
イチイ Taxus cuspidata ケショウヤ

ナギ 
Salix 
arbutifolia ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 
イヌエンジュ Maackia 

amurensis 
ケヤマハン
ノキ Alnus hirsuta ハルニレ Ulmus 

davidiana  
ウダイカンバ Betula 

maximowicziana コナラ Quercus 
serrata ハンノキ Alnus japonica 

エゾニワトコ Sambucus 
sieboldiana  サワシバ Carpinus 

cordata 
ヒノキアス
ナロ 

Thujopsis 
dolabrata 

エゾノウワズ
ミザクラ Padus racemosa シウリザク

ラ Prunus ssiori ブナ Fagus crenata 

エゾマツ Picea jezoensis シナノキ Tilia japonica ホオノキ Magnolia 
obovata 

エゾヤマザク
ラ 

Cerasus 
sargentii シラカンバ Betula 

platyphylla ミズキ Cornus 
controversa 

オオバボダイ
ジュ 

Tilia 
maximowicziana ダケカンバ Betula ermanii ミズナラ Quercus 

crispula  
オニグルミ Juglans 

mandshurica トチノキ Aesculus 
turbinata ヤチダモ Fraxinus 

mandshurica 
オヒョウ Ulmus laciniata トドマツ Abies 

sachalinensis ヤマグワ Morus australis 

カシワ Quercus dentata ドロノキ Populus 
suaveolens ヤマモミジ 

Acre palmatum 
var.mastumura
e 

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

	

②	北東北（青森・岩手・秋田）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana 
simplex カマツカ Pourthiaea 

villosa  ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カヤ Torreya 

nucifera ニガキ Picrasma 
quassioides 

アカシデ Carpinus 
laxiflora 

カラコギカエ
デ Acer ginnala ハウチワカエ

デ Acer japonicum 

アカマツ Pinus densiflora カラスザンシ
ョウ 

Zanthoxylum 
ailanthoides ハクウンボク Styrax obassia 

和名 学名 和名 学名 

クロビイタヤ Acer miyabei クロミサンザシ 
Crataegus 

chlorosarca 



 
 

アカメガシワ Mallotus 
japonicus カラマツ Larix 

kaempferi ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アキニレ Ulmus 
parvifolia キハダ Phellodendron 

amurense ハリギリ Kalopanax 
septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus 
davidiana  

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ハンノキ Alnus japonica 

イイギリ Idesia polycarpa クマノミズキ Swida 
macrophylla 

ヒトツバカエ
デ Acer distylum 

イタヤカエデ Acer pictum クリ Castanea 
crenata ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

イチイ Taxus cuspidata クロマツ Pinus 
thunbergii ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

イヌガヤ Neolitsea 
aciculata ケヤキ Zelkova 

serrata 
ヒメヤシャブ
シ Alnus pendula 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana ケンポナシ Hovenia dulcis フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コナラ Quercus 

serrata ブナ Fagus crenata 

イヌブナ Fagus japonica  コハウチワカ
エデ 

Acer 
sieboldianum ホオノキ Magnolia 

obovata 

イブキ Juniperus 
chinensis コブシ Magnolia 

kobus ミズキ Cornus 
controversa 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana サイカチ Gleditsia 

japonica ミズナラ Quercus 
crispula  

ウリハダカエ
デ Acer rufinerve サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズメ Betula grossa 

ウワミズザク
ラ Padus grayana サワシバ Carpinus 

cordata ミツデカエデ Acer cissifolium 

エゴノキ Styrax japonica サワラ Chamaecyparis 
pisifera ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 
エドヒガン Cerasus 

spachiana  シナノキ Tilia japonica モミ Abies firma 

エノキ Celtis sinensis シラカバ Betula 
platyphylla ヤチダモ Fraxinus 

mandshurica 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum スギ Cryptomeria 

japonica ヤブツバキ Camellia 
japonica  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ダケカンバ Betula ermanii ヤマウルシ Toxicodendron 

trichocarpum 

オニグルミ Juglans 
mandshurica タブノキ Machilus 

thunbergii 
ヤマトアオダ
モ 

Fraxinus 
longicuspis  

オヒョウ Ulmus laciniata チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマナラシ Populus 

tremula 

カキノキ Diospyros kaki テツカエデ Acer 
nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

カシワ Quercus dentata トチノキ Aesculus 
turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

カツラ Cercidiphyllum 
japonicum トネリコ Fraxinus 

japonica   

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

③	 南東北（山形・宮城・福島）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana 
simplex カツラ Cercidiphyllum 

japonicum ニガキ Picrasma 
quassioides 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カマツカ Pourthiaea 

villosa  
ハウチワカエ
デ Acer japonicum 

アカガシ Quercus acuta カヤ Torreya 
nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカシデ Carpinus 
laxiflora 

カラコギカエ
デ Acer ginnala ハリエンジュ Robinia 

pseudoacacia 

アカマツ Pinus densiflora カラスザンシ
ョウ 

Zanthoxylum 
ailanthoides ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アカメガシワ Mallotus 
japonicus カラマツ Larix 

kaempferi ハルニレ Ulmus davidiana  

アキニレ Ulmus 
parvifolia キハダ Phellodendron 

amurense ハンノキ Alnus japonica 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa 
ヒトツバカエ
デ Acer distylum 

アサノハカエ
デ Acer argutum クヌギ Quercus 

acutissima ヒノキ Chamaecyparis 
obtusa 

アズキナシ Aria alnifolia クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アベマキ Quercus 
variabilis クマノミズキ Swida 

macrophylla 
ヒメヤシャブ
シ Alnus pendula 

アラカシ Quercus glauca クリ Castanea 
crenata ビワ Eriobotrya 

japonica 

イイギリ Idesia polycarpa クロマツ Pinus 
thunbergii フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova 
serrata フジキ Cladrastis 

Platycarpa 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea 
aciculata コナラ Quercus 

serrata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカ
エデ 

Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia 

kobus ミズナラ Quercus crispula  

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia 
japonica ミズメ Betula grossa 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus 
cordata ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 
ウダイカンバ Betula 

maximowicziana サワラ Chamaecyparis 
pisifera メグスリノキ Acer 

maximowiczianum 

ウラジロガシ Quercus salicina シナノキ Tilia japonica モチノキ Ilex integra 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  モミ Abies firma 

ウリハダカエ
デ Acer rufinerve シラカバ Betula 

platyphylla ヤシャブシ Alnus firma 

ウワミズザク
ラ Padus grayana シロダモ Neolitsea 

sericea ヤチダモ Fraxinus 
mandshurica 

エゴノキ Styrax japonica スギ Cryptomeria 
japonica ヤブツバキ Camellia japonica  

エドヒガン Cerasus 
spachiana  ダケカンバ Betula ermanii ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 



 
 

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 

trichocarpum 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

オオシマザク
ラ 

Cerasus 
speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダ

モ 
Fraxinus 
longicuspis  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマナラシ Populus tremula 

オニグルミ Juglans 
mandshurica テツカエデ Acer 

nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オヒョウ Ulmus laciniata トチノキ Aesculus 
turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

カキノキ Diospyros kaki トネリコ Fraxinus 
japonica ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カシワ Quercus dentata ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia   

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

	

④	 北関東（茨城・栃木・群馬）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カマツカ Pourthiaea 
villosa ハウチワカエデ Acer japonicum 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカガシ Quercus acuta カラコギカエデ Acer ginnala ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アカシデ Carpinus laxiflora カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アカマツ Pinus densiflora カラマツ Larix kaempferi ハルニレ Ulmus davidiana 

アカメガシワ Mallotus japonicus キハダ Phellodendron 
amurense ハンノキ Alnus japonica 

アキニレ Ulmus parvifolia キリ Paulownia 
tomentosa ヒトツバカエデ Acer distylum 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg. クヌギ Quercus 

acutissima ヒノキ Chamaecyparis 
obtusa 

アサノハカエデ Acer argutum クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アズキナシ Aria alnifolia クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

アベマキ Quercus variabilis クリ Castanea crenata ビワ Eriobotrya 
japonica 

アラカシ Quercus glauca クロマツ Pinus thunbergii フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イイギリ Idesia polycarpa ケヤキ Zelkova serrata フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イタヤカエデ Acer pictum ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イチイ Taxus cuspidata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホオノキ Magnolia obovata 

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata マテバシイ Lithocarpus edulis 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus ミズナラ Quercus crispula 

イヌブナ Fagus japonica サイカチ Gleditsia japonica ミズメ Betula grossa 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana サワラ Chamaecyparis 

pisifera ムクノキ Aphananthe 
aspera 

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda ムクロジ Sapindus 

mukorossi 

ウラジロモミ Abies homolepis シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 
maximowiczianum 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia モチノキ Ilex integra 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シラカバ Betula 
platyphylla モミ Abies firma 

ウワミズザクラ Padus grayana シロダモ Neolitsea sericea ヤシャブシ Alnus firma 

エゴノキ Styrax japonica スギ Cryptomeria 
japonica ヤチダモ Fraxinus 

mandshurica 

エドヒガン Cerasus spachiana スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブツバキ Camellia japonica 

エノキ Celtis sinensis ダケカンバ Betula ermanii ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum タブノキ Machilus 

thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

オオシマザクラ Cerasus speciosa チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダモ Fraxinus 

longicuspis 

オニグルミ Juglans 
mandshurica ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマナラシ Populus tremula 

オヒョウ Ulmus laciniata テツカエデ Acer nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

カキノキ Diospyros kaki トチノキ Aesculus 
turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

カゴノキ Litsea lancifolia トネリコ Fraxinus japonica ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カシワ Quercus dentata ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カツラ Cercidiphyllum 
japonicum ニガキ Picrasma 

quassioides   

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	 	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus ヤエガワカンバ Betula davurica 



 
 

⑤	南関東（埼玉・東京・千葉・神奈川）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カツラ Cercidiphyllum 

japonicum ニガキ Picrasma 
quassioides 

アカガシ Quercus acuta カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカシデ Carpinus laxiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカマツ Pinus densiflora カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides バクチノキ Prunus  

zippeliana 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラマツ Larix kaempferi ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アキニレ Ulmus parvifolia キハダ Phellodendron 
amurense ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana  

アサノハカエデ Acer argutum クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ヒトツバカエデ Acer distylum 

アベマキ Quercus variabilis クマシデ Carpinus 
japonica ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アラカシ Quercus glauca クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

イイギリ Idesia polycarpa クリ Castanea crenata ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イスノキ Distylium 
racemosum クロマツ Pinus thunbergii ビワ Eriobotrya 

japonica 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイガシ Quercus gilva コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus マテバシイ Lithocarpus  

edulis 

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズキ Cornus 
controversa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズナラ Quercus crispula  

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ミズメ Betula grossa 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ミツデカエデ Acer cissifolium 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana シオジ Fraxinus 

platypoda  ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides シナノキ Tilia japonica ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウラジロガシ Quercus salicina シラカシ Quercus 
myrsinifolia  ムクロジ Sapindus 

mukorossi 

ウラジロモミ Abies homolepis シラカバ Betula 
platyphylla メグスリノキ Acer 

maximowiczianum 



 
 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シロダモ Neolitsea sericea モチノキ Ilex integra 

ウリハダカエデ Acer rufinerve スギ Cryptomeria 
japonica モミ Abies firma 

ウワミズザクラ Padus grayana スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤシャブシ Alnus firma 

エゴノキ Styrax japonica センダン Melia azedarach ヤチダモ Fraxinus 
mandshurica 

エドヒガン Cerasus spachiana  ダケカンバ Betula ermanii ヤブツバキ Camellia japonica  

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana ツクバネガシ Quercus 
sessilifolia ヤマトアオダモ Fraxinus 

longicuspis  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum テツカエデ Acer nipponicum ヤマナラシ Populus tremula 

オガタマノキ Michelia 
compressa トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トネリコ Fraxinus japonica ヤマボウシ Cornus kousa 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ヤマモモ Morella rubra 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユクノキ Cladrastis 

sikokiana 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis  ユズリハ Daphniphyllum 
macropodum 

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

⑥中部（長野・岐阜・山梨）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カツラ Cercidiphyllum 

japonicum ニガキ Picrasma 
quassioides 

アカガシ Quercus acuta カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカシデ Carpinus laxiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカマツ Pinus densiflora カラコギカエデ Acer ginnala ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アキニレ Ulmus parvifolia カラマツ Larix kaempferi ハルニレ Ulmus davidiana  

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キハダ Phellodendron 

amurense ハンノキ Alnus japonica 

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus ヤエガワカンバ Betula davurica 



 
 

アサノハカエデ Acer argutum キリ Paulownia 
tomentosa ヒトツバカエデ Acer distylum 

アズキナシ Aria alnifolia クスノキ Cinnamomum 
camphora ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クヌギ Quercus 
acutissima ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クマシデ Carpinus 
japonica ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イイギリ Idesia polycarpa クマノミズキ Swida 
macrophylla ビワ Eriobotrya 

japonica 

イスノキ Distylium 
racemosum クリ Castanea crenata フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イタヤカエデ Acer pictum クロマツ Pinus thunbergii フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイ Taxus cuspidata ケヤキ Zelkova serrata ブナ Fagus crenata 

イチイガシ Quercus gilva ケンポナシ Hovenia dulcis ホオノキ Magnolia obovata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ミズキ Cornus 

controversa 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana コナラ Quercus serrata ミズナラ Quercus crispula  

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズメ Betula grossa 

イヌブナ Fagus japonica  コブシ Magnolia kobus ミツデカエデ Acer cissifolium 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サイカチ Gleditsia japonica ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ムクノキ Aphananthe 
aspera 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana サワラ Chamaecyparis 

pisifera メグスリノキ Acer 
maximowiczianum 

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda  モチノキ Ilex integra 

ウラジロモミ Abies homolepis シナノキ Tilia japonica モミ Abies firma 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  ヤシャブシ Alnus firma 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シラカバ Betula 
platyphylla ヤチダモ Fraxinus 

mandshurica 

ウワミズザクラ Padus grayana シロダモ Neolitsea sericea ヤブツバキ Camellia japonica  

エゴノキ Styrax japonica スギ Cryptomeria 
japonica ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 

エドヒガン Cerasus spachiana  スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤマウルシ Toxicodendron 

trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis センダン Melia azedarach ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum ダケカンバ Betula ermanii ヤマトアオダモ Fraxinus 

longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマナラシ Populus tremula 

オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum チャンチン Toona sinensis ヤマボウシ Cornus kousa 



 
 

オニグルミ Juglans 
mandshurica ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマモモ Morella rubra 

オヒョウ Ulmus laciniata テツカエデ Acer nipponicum ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カキノキ Diospyros kaki トチノキ Aesculus 
turbinata ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カゴノキ Litsea lancifolia トネリコ Fraxinus japonica   

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

⑦	東海（静岡・愛知）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カツラ Cercidiphyllum 

japonicum ニガキ Picrasma 
quassioides 

アカガシ Quercus acuta カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカシデ Carpinus laxiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカマツ Pinus densiflora カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides バクチノキ Prunus zippeliana 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラマツ Larix kaempferi ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アキニレ Ulmus parvifolia キハダ Phellodendron 
amurense ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana  

アサノハカエデ Acer argutum クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ヒトツバカエデ Acer distylum 

アベマキ Quercus variabilis クマシデ Carpinus 
japonica ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アラカシ Quercus glauca クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

イイギリ Idesia polycarpa クリ Castanea crenata ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イスノキ Distylium 
racemosum クロマツ Pinus thunbergii ビワ Eriobotrya 

japonica 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイガシ Quercus gilva コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata ホオノキ Magnolia obovata 

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus ヤエガワカンバ Betula davurica 



 
 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus マテバシイ Lithocarpus edulis 

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズキ Cornus 
controversa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズナラ Quercus crispula  

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ミズメ Betula grossa 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ミツデカエデ Acer cissifolium 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana シオジ Fraxinus 

platypoda  ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides シナノキ Tilia japonica ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウラジロガシ Quercus salicina シラカシ Quercus 
myrsinifolia  ムクロジ Sapindus 

mukorossi 

ウラジロモミ Abies homolepis シラカバ Betula 
platyphylla メグスリノキ Acer 

maximowiczianum 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シロダモ Neolitsea sericea モチノキ Ilex integra 

ウリハダカエデ Acer rufinerve スギ Cryptomeria 
japonica モミ Abies firma 

ウワミズザクラ Padus grayana スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤシャブシ Alnus firma 

エゴノキ Styrax japonica センダン Melia azedarach ヤブツバキ Camellia japonica  

エドヒガン Cerasus spachiana  ダケカンバ Betula ermanii ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 

trichocarpum 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana ツクバネガシ Quercus 
sessilifolia ヤマナラシ Populus tremula 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum テツカエデ Acer nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オガタマノキ Michelia 
compressa トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トネリコ Fraxinus japonica ヤマモモ Morella rubra 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis    

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

⑧	北陸（新潟・富山・石川・福井）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia 

アオダモ Fraxinus 
lanuginosa カツラ Cercidiphyllum 

japonicum ニガキ Picrasma 
quassioides 

アカガシ Quercus acuta カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカシデ Carpinus laxiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカマツ Pinus densiflora カラコギカエデ Acer ginnala ハリエンジュ Robinia 
pseudoacacia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アキニレ Ulmus parvifolia キハダ Phellodendron 
amurense ハルニレ Ulmus davidiana  

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハンノキ Alnus japonica 

アサノハカエデ Acer argutum クヌギ Quercus 
acutissima ヒトツバカエデ Acer distylum 

アズキナシ Aria alnifolia クマシデ Carpinus 
japonica ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クリ Castanea crenata ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イイギリ Idesia polycarpa クロマツ Pinus thunbergii ビワ Eriobotrya 
japonica 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus ミズナラ Quercus crispula  

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズメ Betula grossa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ムクノキ Aphananthe 

aspera 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ムクロジ Sapindus 

mukorossi 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 

maximowiczianum 

ウラジロガシ Quercus salicina シラカシ Quercus 
myrsinifolia  モチノキ Ilex integra 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカバ Betula 

platyphylla モミ Abies firma 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シロダモ Neolitsea sericea ヤチダモ Fraxinus 
mandshurica 

ウワミズザクラ Padus grayana スギ Cryptomeria 
japonica ヤブツバキ Camellia japonica  

エゴノキ Styrax japonica スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 



 
 

エドヒガン Cerasus spachiana  センダン Melia azedarach ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis ダケカンバ Betula ermanii ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum タブノキ Machilus 

thunbergii ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマナラシ Populus tremula 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum チャンチン Toona sinensis ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オガタマノキ Michelia 
compressa ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマボウシ Cornus kousa 

オニグルミ Juglans 
mandshurica テツカエデ Acer nipponicum ユクノキ Cladrastis 

sikokiana 

オヒョウ Ulmus laciniata トチノキ Aesculus 
turbinata ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カキノキ Diospyros kaki トネリコ Fraxinus japonica   

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

	

⑨	近畿（大阪・京都・兵庫・奈良・三重・滋賀・和歌山）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アカガシ Quercus acuta カツラ Cercidiphyllum 
japonicum ニガキ Picrasma 

quassioides 

アカシデ Carpinus laxiflora カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカマツ Pinus densiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラコギカエデ Acer ginnala バクチノキ Prunus zippeliana 

アキニレ Ulmus parvifolia カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリエンジュ Robinia 

pseudoacacia 

アサガラ Pterostyrax 
corymbosa カラマツ Larix kaempferi ハリギリ Kalopanax 

septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キハダ Phellodendron 

amurense ハルニレ Ulmus davidiana  

アサノハカエデ Acer argutum キリ Paulownia 
tomentosa ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クスノキ Cinnamomum 
camphora ヒトツバカエデ Acer distylum 

アベマキ Quercus variabilis クヌギ Quercus 
acutissima ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アラカシ Quercus glauca クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

イイギリ Idesia polycarpa クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イスノキ Distylium 
racemosum クリ Castanea crenata ビワ Eriobotrya 

japonica 

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

イタヤカエデ Acer pictum クロマツ Pinus thunbergii フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イチイ Taxus cuspidata ケヤキ Zelkova serrata フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイガシ Quercus gilva ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana コナラ Quercus serrata ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum マテバシイ Lithocarpus edulis 

イヌブナ Fagus japonica  コブシ Magnolia kobus ミズキ Cornus 
controversa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サイカチ Gleditsia japonica ミズナラ Quercus crispula  

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズメ Betula grossa 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ミツデカエデ Acer cissifolium 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides サワラ Chamaecyparis 

pisifera ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda  ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウラジロモミ Abies homolepis シナノキ Tilia japonica ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  メグスリノキ Acer 
maximowiczianum 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シロダモ Neolitsea sericea モチノキ Ilex integra 

ウワミズザクラ Padus grayana スギ Cryptomeria 
japonica モミ Abies firma 

エゴノキ Styrax japonica スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤシャブシ Alnus firma 

エドヒガン Cerasus spachiana  センダン Melia azedarach ヤブツバキ Camellia japonica  

エノキ Celtis sinensis ダケカンバ Betula ermanii ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum タブノキ Machilus 

thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  
オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマナラシ Populus tremula 

オガタマノキ Michelia 
compressa テツカエデ Acer nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ヤマモモ Morella rubra 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユクノキ Cladrastis 

sikokiana 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis  ユズリハ Daphniphyllum 
macropodum 

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	



 
 

	

	

	

	

	

⑩	中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アカガシ Quercus acuta カツラ Cercidiphyllum 
japonicum ニガキ Picrasma 

quassioides 

アカシデ Carpinus laxiflora カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカマツ Pinus densiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラコギカエデ Acer ginnala バクチノキ Prunus zippeliana 

アキニレ Ulmus parvifolia カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリエンジュ Robinia 

pseudoacacia 

アサガラ Pterostyrax 
corymbosa キハダ Phellodendron 

amurense ハリギリ Kalopanax 
septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana  

アサノハカエデ Acer argutum クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クマノミズキ Swida 
macrophylla ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イイギリ Idesia polycarpa クリ Castanea crenata ビワ Eriobotrya 
japonica 

イスノキ Distylium 
racemosum クロマツ Pinus thunbergii フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イチイガシ Quercus gilva コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata ホルトノキ Elaeocarpus 
sylvestris  

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum マテバシイ Lithocarpus edulis 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus ミズキ Cornus 

controversa 

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズナラ Quercus crispula  

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズメ Betula grossa 

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ミツデカエデ Acer cissifolium 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ムクノキ Aphananthe 

aspera 

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides シオジ Fraxinus 

platypoda  ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウラジロガシ Quercus salicina シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 
maximowiczianum 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  モチノキ Ilex integra 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シロダモ Neolitsea sericea モミ Abies firma 

ウワミズザクラ Padus grayana スギ Cryptomeria 
japonica ヤブツバキ Camellia japonica  

エゴノキ Styrax japonica スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 

エドヒガン Cerasus spachiana  センダン Melia azedarach ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマナラシ Populus tremula 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オガタマノキ Michelia 
compressa テツカエデ Acer nipponicum ヤマボウシ Cornus kousa 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマモモ Morella rubra 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis    

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

	

⑪	四国（徳島・香川・愛媛・高知）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アカガシ Quercus acuta カツラ Cercidiphyllum 
japonicum ニガキ Picrasma 

quassioides 

アカシデ Carpinus laxiflora カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカマツ Pinus densiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラコギカエデ Acer ginnala バクチノキ Prunus zippeliana 

アキニレ Ulmus parvifolia カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリエンジュ Robinia 

pseudoacacia 

アサガラ Pterostyrax 
corymbosa キハダ Phellodendron 

amurense ハリギリ Kalopanax 
septemlobus 

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana  

アサノハカエデ Acer argutum クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クマノミズキ Swida 
macrophylla ビワ Eriobotrya 

japonica 

イイギリ Idesia polycarpa クリ Castanea crenata フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イスノキ Distylium 
racemosum クロマツ Pinus thunbergii フジキ Cladrastis 

Platycarpa 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata ブナ Fagus crenata 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis ホオノキ Magnolia obovata 

イチイガシ Quercus gilva コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata マテバシイ Lithocarpus edulis 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus ミズナラ Quercus crispula  

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズメ Betula grossa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides シオジ Fraxinus 

platypoda  ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウラジロガシ Quercus salicina シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 
maximowiczianum 

ウラジロモミ Abies homolepis シラカシ Quercus 
myrsinifolia  モチノキ Ilex integra 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シロダモ Neolitsea sericea モミ Abies firma 

ウリハダカエデ Acer rufinerve スギ Cryptomeria 
japonica ヤシャブシ Alnus firma 

ウワミズザクラ Padus grayana スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブツバキ Camellia japonica  

エゴノキ Styrax japonica センダン Melia azedarach ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エドヒガン Cerasus spachiana  ダケカンバ Betula ermanii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマナラシ Populus tremula 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマハンノキ Alnus hirsuta 



 
 

オガタマノキ Michelia 
compressa テツカエデ Acer nipponicum ヤマボウシ Cornus kousa 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマモモ Morella rubra 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis    

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

	

	

	

⑫	九州（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島）	

和名 学名 和名 学名 和名 学名 

アオギリ Firmiana simplex カシワ Quercus dentata ナンキンハゼ Triadica sebifera 

アカガシ Quercus acuta カツラ Cercidiphyllum 
japonicum ニガキ Picrasma 

quassioides 

アカシデ Carpinus laxiflora カマツカ Pourthiaea 
villosa  ハウチワカエデ Acer japonicum 

アカマツ Pinus densiflora カヤ Torreya nucifera ハクウンボク Styrax obassia 

アカメガシワ Mallotus japonicus カラコギカエデ Acer ginnala バクチノキ Prunus zippeliana 

アキニレ Ulmus parvifolia カラスザンショ

ウ 
Zanthoxylum 
ailanthoides ハリエンジュ Robinia 

pseudoacacia 

アサガラ Pterostyrax 
corymbosa キハダ Phellodendron 

amurense ハリギリ Kalopanax 
septemlobus 

アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana  

アズキナシ Aria alnifolia クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アベマキ Quercus variabilis クヌギ Quercus 
acutissima ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アラカシ Quercus glauca クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

イイギリ Idesia polycarpa クマノミズキ Swida 
macrophylla ビワ Eriobotrya 

japonica 

イスノキ Distylium 
racemosum クリ Castanea crenata フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イタヤカエデ Acer pictum クロマツ Pinus thunbergii フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイ Taxus cuspidata ケヤキ Zelkova serrata ブナ Fagus crenata 

イチイガシ Quercus gilva ケンポナシ Hovenia dulcis ホオノキ Magnolia obovata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌザクラ Prunus 
buergeriana コナラ Quercus serrata マテバシイ Lithocarpus edulis 

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 



 
 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌブナ Fagus japonica  コブシ Magnolia kobus ミズナラ Quercus crispula  

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サイカチ Gleditsia japonica ミズメ Betula grossa 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides サワラ Chamaecyparis 

pisifera ムクノキ Aphananthe 
aspera 

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda  ムクロジ Sapindus 

mukorossi 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 

maximowiczianum 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シラカシ Quercus 
myrsinifolia  モチノキ Ilex integra 

ウワミズザクラ Padus grayana シロダモ Neolitsea sericea モミ Abies firma 

エゴノキ Styrax japonica スギ Cryptomeria 
japonica ヤシャブシ Alnus firma 

エドヒガン Cerasus spachiana  スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブツバキ Camellia japonica  

エノキ Celtis sinensis センダン Melia azedarach ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum タブノキ Machilus 

thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  
オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オガタマノキ Michelia 
compressa テツカエデ Acer nipponicum ヤマボウシ Cornus kousa 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマモモ Morella rubra 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ユクノキ Cladrastis 
sikokiana 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユズリハ Daphniphyllum 

macropodum 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis    

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。	

	

	

 

 

※デューディリジェンスツール「６	 適用範囲」表の国産樹種名及び学名には、「区域別樹種リ

スト」より該当する区域番号と区域名称（都府県名ではない）を入れる事。	

和名 学名 和名 学名 

ハナノキ Acer 
pycnanthum ヒトツバタゴ Chionanthus 

retusus 


